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平成 30 年 12 月 5 日 

豊島区長 高野之夫 殿 
都民ファーストの会豊島区議団 

幹 事 長 星  京子 

副幹事長 河原 弘明 

 

  平成３１年度 予算要望書の提出にあたって 
～はらはら、どきどきする豊島区実現のために～ 

 
 日頃より、都民ファーストの会豊島区議団へのご対応に感謝申し上げます。 

 平成 30 年は、大阪府北部地震に始まり、各地での豪雨災害、北海道胆振東部

地震、そして猛暑と自然災害の多い一年となってしまいました。また、スポー

ツ界から始まったセクハラ・パワハラ騒動も大きな社会問題となり、我々とし

ても襟を正していかなければならないと実感させられた年でもありました。 
 大阪府北部地震では、通学路でのブロック塀倒壊で小学生の尊い命が犠牲に

なったことを受け、区長へ豊島区内の通学路を始めプール等のブロック塀の点

検を要望させていただき、素早い対応に感謝いたします。また、夏の猛暑に対

しては、災害時に救援センターとなる学校の体育館の冷暖房設備の整備を要望

させていただきました。こちらも早期の整備を行うとの決定に、併せて感謝い

たします。 
 さて、豊島区においての本年は二年連続となる待機児童ゼロの達成、平成 31
年度東アジア文化都市の決定、そして財政の安定と、まずは順調に推移した年

でもありました。 
 そして、来年に向けては「ハレザ池袋」の完成、４つの公園の整備等を含め

18 の大きな事業が予定されています。益々、池袋駅周辺を中心に新しい豊島区

の姿が現れつつあります。また、池袋駅周辺に留まらず、巣鴨地蔵通りの無電

柱化、大塚駅北口整備、トキワ荘ミュージアムの整備と、豊島区全域における

事業も展開されていて、本区の未来像をしっかりと描き、持続発展に向けての

動きが活発になっていくことでしょう。 
 我々は「都民ファーストの視点」「情報公開が十分か」「賢い支出がなされて

いるか」「持続可能性があるか」の４つの視点の下に、東京都との連携を密にし、

その上でしっかりと高野区長を支え、豊島区の発展に尽力をさせていただく所

存でございます。 
 
 平成 31 年度の予算に際しまして、私どもの要望をさせていただきます。何卒

よろしくお願い申し上げます。 
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都民ファーストの会 豊島区議団 所属議員名簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒170-0005 東京都豊島区南大塚 1-51-17  

TEL：03-3945-2530 FAX：03-3945-2530  

Mail：info@hosokawamasahiro.jp 

常任委員会：子ども文教委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会 

       行財政改革調査特別委員会（副委員長） 

細川正博 

〒170-0003 東京都豊島区駒込 6-34-2  

TEL：03-3918-0336 FAX：03-3918-0037 

Mail：info@satonakaikuo.com 

常任委員会：区民厚生委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会（副委員長） 

       公共施設・公共用地有効活用対策調査特別委員会 

里中郁男 

〒171-0052 東京都豊島区南長崎 3-39-1  

TEL：03-3565-1813 FAX：03-3565-1813  

Mail：toshima_kawahara@a.toshima.ne.jp 

常任委員会：総務委員会 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会 

        環境・清掃対策調査特別委員会 

〒170-0012 東京都豊島区上池袋 2-39-12  

TEL：03-3916-4745 FAX：03-5907-0037 

Mail： info@hoshikyoko.com 

常任委員会：都市整備委員会（副委員長） 

特別委員会：豊島副都心開発調査特別委員会 

       防災震災対策調査特別委員会 

河原弘明（副幹事長）

星 京子（幹事長） 
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１．議会費 

<議会総務課> 
１ 我が会派は会派結成以来、政務活動費の領収書等の公開は会派ホームページにて自主的

に実施済みである。インターネットによる政務活動費の領収書公開は、透明性を確保す

るために議会全体としても必要な取組みであり、議会改革検討会ではその実現に向けて

議論を進めてきた。実施の際には区議会ホームページの更新等、積極的に取組んで頂き

たい。 
２ 議員の調査・研究活動に資するために導入した情報検索システムは有用であるので、引

き続き利用に供するようにして頂きたい。 
３ 区議会だよりは、区議会の活動を公平な形で区民の方々へ伝える唯一の手段である。現

在年一回行われている全戸配布の評価・検証をし、更なる全戸配布の可能性を検討して

頂きたい。 
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２．政策経営費 
<企画課> <財政課> 
１ 「消滅可能性都市」との指摘をされた後、いろいろな施策を行い「住みたい街ランキン

グ」において、常に上位に位置している事がその成果を表している。今後も少子高齢化

に重点的に対応し、「持続発展都市」へ向けて、引き続き区民の意見を取り入れた街づ

くりの推進をして頂きたい。 
２ 今後行われる各種の事業推進に際しては、民間の持っている力を活用し、多様な公民連

携の手法を用いると共に、更により良い手法を模索し、区民の利益に資する手法の活用

に尽くして頂きたい。 
３ いわゆるふるさと納税制度について、本来の制度の趣旨は尊重すべきだが、現状の運用

は本来の趣旨からかけ離れている。同制度の本区財政に与えている影響や、制度自体の

本来の趣旨について区民への周知をして頂きたい。 
 
<区民相談課> 
４ 豊島区が行っている区民相談事業は、一般相談・外国人相談並びに弁護士による法律相

談等の専門相談が行われている。豊島区１０士業による合同相談事業も含め、その活用

を推進し、区のホームページ内の動線改善や各専門家への問合わせ先の掲載、「広報と

しま」への情報掲載などの広報活動等を通じて支援して頂きたい。 
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３．総務費 
<総務課> 
１ 各審議会及び委員会に専門家（行政書士等）の活用を検討して頂きたい。 
 
<人事課> 
２ 新庁舎における窓口サービスや職員の対応の良さは非常に好評である。引き続き区民の

方々に信頼され喜ばれる対応に努めて頂きたい。 
３ 職員心身の健康を保てるよう休日出勤後に振替休日を極力取得できるように努めて頂

きたい。管理職についても休日の勤務実態を把握し、心身の健康を害さないよう工夫を

して頂きたい。 
 
<契約課> 
４ 豊島区内業者の保護・育成を図るため、入札参加条件の厳格化を要望する。また、委託・

請負案件の一般競争入札に関しては、入札参加資格に一定の制限を付けて頂きたい。 
５ 「施工能力審査型総合評価方式」について、地域貢献度加算点を他区同様の引き上げと、

価格点の算入係数の引き下げを要望する。また、総合評価方式での発注件数を増やすと

共に、最低制限価格制度・低入札価格調査制度の適正な運用をして頂きたい。 
６ 災害時応急対策協力協定を締結している企業の地域貢献度加算点を、更に引き上げるこ

とを検討して頂きたい。 
７ 地元中小事業者の育成及び業者の底上げのため、東京都に倣ってＤ等級業者の受注金額

の更なる引き上げを実施し、激減しているＤ等級業者の参加案件の増加の検討をして頂

きたい。 
８ 空調設備工事における最低制限価格の設定を上げて頂きたい。 
９ 低入札価格調査制度案件について、調査内容の報告を公開して頂きたい。また、JV 施

工実績も評価の対象として頂きたい。 
10 年間工事発注予定表との乖離が大きくなることのないようにして頂きたい。 
 
<財産運用課> 
11 豊島区土地開発公社については、健全経営はもとより、その意義と成果について区民に

対する説明責任を果たして頂きたい。 
12 所有者不明の土地を地域に役立つ土地に変える取組みを推進して頂きたい。 
13 南長崎６丁目にある引揚者住宅（通称：バス住宅）は、住人・地域の声を聞き、一日も

早い解決ができるよう、引き続き努力して頂きたい。 
 
<防災危機管理課> 
14 総合防災システムを効果的に運用するためには防災対策上の諸課題を把握し、職員並び

に防災関連機関や地域防災組織との連携が必要である。今後も定期的な訓練を実施し、

本区の防災力向上にさらに務め、本システムを活かせる運用体制の確立をして頂きたい。 
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15 頻発する自然災害に際し、地域防災組織の重要性は年々高まってきている。災害時に機

能する組織になるよう支援をお願いする。 
16 救援センターはただ避難所というだけではなく、地域防災力を高めるためにも必要であ

るので、その機能の充実を図ると共に、地域の要望を積極的に取り入れて頂きたい。ま

た、救援センターには災害時にその機能が十分に活用されない箇所が見受けられるので、

早急に整備して頂きたい。 
17 学校の体育館は、災害時の救援センターとなるため、空調設備を早急に導入して頂きた

い。 
18 震災時における町会、消防団、商店街等の機能の充実を図るために、その啓発及び地域

防災力の更なる向上に対する支援をして頂きたい。 
19 土砂災害防止法に基づく調査結果や洪水ハザードマップなどを踏まえ、地域に合わせた

防災訓練を行って頂きたい。併せて必要な安全対策等を講じて頂きたい。 
20 帰宅困難者対策については、特に池袋周辺地域が都市再生緊急整備地域に指定されたこ

ともあり、周辺の多くの事業者が取組んでいる。国や都とさらに連携を深め、一時滞在

施設の確保を始め備蓄倉庫の整備や食料等の確保、情報提供体制の整備や避難経路の明

確化等、更なる充実を図って頂きたい。 
21 震災時における防災協定締結の自治体間のネットワークの重要性については、熊本地震

の教訓により明らかである。そこで支援・受援の体制を更に強化し、実態に即した訓練

の実施をして頂きたい。 
22 災害時要援護者への対策については、町会・地域・福祉事業者等との連携を深め、更な

る対応の充実をして頂きたい。 
23 住宅被害者認定調査や罹災証明書の発行など被災者生活再建支援業務については、区は

全国に先駆けて先進的なシステムを構築している。この仕組みについて、区民へ広く周

知を図って頂きたい。 
24 国際都市を目指す本区としては避けることができないのがテロの脅威である。警備訓練

はもとより、テロ対策のガイドラインの策定を図り、実効性のあるテロ対策を進めて頂

きたい。 
25 災害時においては家具転倒防止器具や感震ブレーカー等が有効であるので、その設置を

通して、区民の自助の啓発に更に取組むと共に、助成をして頂きたい。 
26 災害対策要員確保については、非常時における初動活動に必要であることから、更に努

力をお願いすると共に、豊島区職員の防災意識の向上に努めて頂きたい。 
27 町会・商店街の人々を中心にパトロールなどの活動が展開されているが、地域の安全と

安心のために、これらの活動に対し更なる支援をして頂きたい。 
28 防犯カメラの設置は地域の安全・安心を守るために大きな効果が認められる。しかしな

がら、防犯カメラの設置に対する都への補助金申請期限が早く、年度内交付に間に合わ

ないケースが発生している。補助金申請期限が早いこと、申請にはかなりの準備が必要

なことなど、町会に対して区政連絡会等で十分に説明を尽くして頂きたい。 
29 振り込め詐欺対策については、電話機に対する自動録音装置設置等が効果的なので、今

後もその設置について積極的に取組んで頂きたい。 
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<男女平等推進センター> 
30 としまイクボス宣言を行い働き方改革を進める本区での取組みを区内外へ発信し、本区

がライフ・ワーク・バランスを重視している姿勢を積極的にアピールして頂きたい。 
 
<選挙管理委員会事務局> 
31 期日前投票所については、最近の選挙における投票者の増加が多くみられる。特に西

武・東武百貨店における投票所設置の評価をする共に、その継続と更に投票所の充実を

図って頂きたい。 
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４．区民費 

<区民活動推進課> 

１ 多様化・複雑化している町会の課題解決のために、地域の声をよく聴きながら、具体的

な課題の解決に向けた検討を進めると共に、まちづくりの重要なパートナーである町会

が地域コミュニティの中心として十分に役割を担えるよう、積極的な支援に取組んで頂

きたい。 

２ マンション居住者の町会加入については、新築マンションに関する効果的な事前協議が

行われると共に、既存マンションを含めた地域コミュニティの形成が図られることによ

り、住民の町会加入がさらに促進できるよう支援に取組んで頂きたい。 

３ 町会・自治会活動に欠かせない町会掲示板の改修助成については、今後も引き続き積極

的に支援して頂きたい。 

４ 町会等をはじめ、ＮＰＯやボランティアグループも含め、地域課題を解決するために取

組まれている様々な活動に対する支援を強化すると共に、活動相互に連携を促進し、多

様な主体が地域の街づくりに参加・協働する仕組づくりに向け、具体的な施策の展開を

して頂きたい。 

５ 区内で活動するＮＰＯ等の区民活動団体を育成支援するため、新たに設置する地域活動

交流センターの運営内容を拡充して頂きたい。 

 

<地域区民ひろば課> 

６ 地域区民ひろばは、本格実施から 10 年が経過し、平成 27 年度に小学校区全 22 地区の

整備が完了した。地域に最も身近で誰もが利用できる世代を超えた交流の場として、地

域住民の声に十分耳を傾けると共に、セーフコミュニティの拠点として安全安心に関す

る情報提供と周知に一層努めて頂きたい。 

また、28 年度から 3 年間の計画で進めてきた全日曜開館については、30 年度で全ての

施設で実施されることになったが、今後も新たな利用者の拡大と地域の担い手の育成に

努めて頂きたい。更に地域住民による自主的な管理運営を目指し、運営協議会への活動

支援に引き続き取組んで頂きたい。 

施設の改修・改築についても、多くの地域住民が利用しやすい施設となるよう積極的に

対応して頂きたい。 

 

<総合窓口課> 

７ 本庁舎での総合窓口開設及び年末年始を除く全ての土・日曜日の開庁を実施しているが、

課題を整理し、更に高いレベルの区民サービスの提供に努めて頂きたい。 

８ 「除かれた住民票」「除かれた戸籍の附票」の保存期間経過による廃棄作業を直ちに凍

結すると共に、必要な場合は、データの記憶媒体確保のための予算措置をして頂きたい。 
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<税務課> <国民健康保険課> <高齢者医療年金課> 

９ 特別区民税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の更なる収納率の向上を図り、区

民の不公平感をなくすよう引き続き厳正な収納対策に努めて頂きたい。区財政の根幹を

支える特別区民税については、収納チャネルの拡大により納付の利便性を向上させるな

ど、徴収事務の合理化と効率化を図り、更なる収入確保に努めて頂きたい。 

国民健康保険料については、増加する外国人被保険者に対して丁寧に対応し、制度理解

を求めることにより収入の確保に努めて頂きたい。なお、運営にあたっては、制度改革

による広域化に伴い、財政運営の責任主体となった東京都との連携を一層図りながら対

応頂きたい。 

後期高齢者医療保険料については、年齢到達時に発生する納め忘れの蓄積等による滞納

者や保険料変更が生じる特例軽減見直しの対象者に対し、制度の趣旨などを分かりやす

く丁寧に説明を行って頂きたい。なお、団塊の世代が後期高齢者になる 2025 年を控え、

被保険者が増加する中にあっても、引き続き高い収納率を維持できるよう体制強化を図

って頂きたい。 

10 税や保険については、特に外国人の方へ丁寧に説明し、滞納が起こらないよう取組んで

頂きたい。 

11 増大する医療費の抑制を図ると共に区民が生涯を通して健康を維持できるよう、生活習

慣病予防や糖尿病重症化予防など、後期高齢者まで含めた医療費適正化の推進を図って

頂きたい。 
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５．文化商工費 

<生活産業課> 

１ 地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設である公衆浴場は、利用者数の減少、

経営者の高齢化、後継者の不足等の課題を抱えている。区内公衆浴場業を活性化させる

銭湯の日や、冬至に行っているゆず湯への補助を継続すると共に、新たなイベントへの

助成など、対策事業の経費補助の拡大をして頂きたい。 

２ 豊島区商店街連合会（以下、区商連）が主催する「商人祭り」は、地域の活性化に寄与

するイベントとなっている。イベントを一層充実させるため、ごみ処理費用など値上が

りしている諸経費や各商店街の負担金への補助の拡大をして頂きたい。 

３ 豊島区商店街振興組合連合会（以下、区振連）が発行を検討しているプレミアム付区内

共通商品券は商店街の活性化につながることから、発行への支援を図って頂きたい。 

４ 区商連の「おもしろマーケティング大賞」などの商業育成事業への補助の拡大をして頂

きたい。 

５ 区振連及び区商連事務局費について、機器更新費用の補助を増額して頂きたい。 

６ 東アジア文化都市 2019 の周知事業として、商店街の街路灯に設置するフラッグ作成費

及び取付費用などのＰＲ費用の補助をして頂きたい。 

７ 区内での起業に際しての相談体制や融資あっせん制度、としまスタートアップオフィス

などの周知を行うと共に、起業を支援する取組みの更なる充実を図って頂きたい。また、

女性向け起業セミナーによる事業プランのブラッシュアップを支援するなど、女性の活

躍を推進して頂きたい。 

８ 中小企業診断士会との連携を検討して頂きたい。 

９ 豊島産業協会が行っている講習会・研修会や産業振興協力支援事業等は、必要な知識の

習得や労働法務の支援など区内の産業振興に寄与しているため、更なる支援を行って頂

きたい。 

10 区内企業の技術や商品の魅力を広く発信する見本市である「ものづくりメッセ」は、工

業製品のみならず食品・雑貨等の商品を含める幅広い出展者で構成されている。区内企

業の販路拡大や企業間交流を通じた地域経済の発展及び来場者の地域産業への理解を

深めるために、「ものづくりメッセ」への更なる支援を図って頂きたい。 

11 時代を越えて受け継がれてきた技術・技法をもつ伝統工芸士で構成される豊島区伝統工

芸保存会の活動を支援するため、展示ブースの改修など豊島区伝統工芸展事業への補助

拡充を図って頂きたい。 

12 伝統工芸を後世へ繋いでいくため、伝統工芸士の後継者育成への支援を引き続き行って

頂きたい。 

13 日本の伝統技術・伝統工芸品に興味をもつ外国人へ訴求できるようにするなど、豊島区

伝統工芸保存会のホームページの修正費用を補助して頂きたい。 

 

<文化デザイン課> 

14 国際アート・カルチャー都市構想は、本区の新たなまちづくりの方向性を示すものであ

る。文化戦略・空間戦略・国際戦略を相互連携させ、プロデューサー・懇話会・特命大
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使による推進体制を強固にし、特命大使の参画を支援するなど、国際アート・カルチャ

ー構想の実現を図って頂きたい。 

15 東京都と連携し、東アジア文化都市 2019 が誘致できたことは本区の魅力を発信する好

機である。東アジア文化都市 2019 の成功を期すため、更に区民への周知を図ると共に、

推進体制の構築、関係機関との調整など、準備を万端にして頂きたい。 

16 新ホールをはじめとするHareza池袋の8つの劇場が、それぞれの魅力を十分に発揮し、

このエリア全体の存在感と発信力を高めるため、精力的に準備に取組んで頂きたい。 

 

<文化観光課> 

17 Free Wi-Fi の拡充やキャッシュレス決済環境の面的な整備、案内サインを分かりやす

くするなど来街者の利便性を高め、より多くの来街者が訪れるようにインフラ整備を戦

略的に進めて頂きたい。 

18 豊島区発祥の染井吉野桜によるまちづくりを進める「ソメイヨシノプロジェクト」を一

層進め、豊島区の大切なブランドとして広く区内外に発信する取組みを強化して頂きた

い。 

19 南長崎にかつて存在したマンガの聖地「トキワ荘」の文化を後世へ伝えると共に、地域

の活性化に繋げるため、トキワ荘通りお休み処の活用、紫雲荘活用プロジェクトなどの

取組みを一層推進して頂きたい。また、（仮称）マンガの聖地としまミュージアムの整

備については、地域の声を取り入れながら、リピーターも訪れる施設となるよう検討し

て頂きたい。 

20 豊島区観光協会（以下、観光協会）の観光情報センターは、都の指定観光案内窓口制度

の基準をクリアし、日本政府観光局（JNTO）の外国人観光案内所の認定基準（カテゴリ

ー１）を取得するなど、情報提供の質の確保に努めている。訪日外国人を含む来街者へ

適切な観光情報を引き続き提供するため、支援を継続して頂きたい。 

21 来街者が豊島区の観光情報を得るためには、観光協会のホームページは有用なものであ

るため、保守運営経費及び観光情報収集経費等の助成をして頂きたい。 

22 観光協会が実施する日本最大級のフラダンスイベントであるフラフェスタへの支援を

引き続き行って頂きたい。また、「東アジア文化都市記念フラフェスタ公演」への支援

をして頂きたい。 

23 観光協会による外国語観光ボランティアガイドは、街角案内やモデルコース案内などの

他、区などの派遣要請に応じるなど、活動の範囲を広げている。東アジア文化都市 2019

の開催にあたり、中国語・韓国語に対応できるボランティアの確保は急務であるため、

外国語観光ボランティアガイドの事業に対して、助成の拡大をして頂きたい。 

24 観光協会が発行している観光パンフレット等は、近年では年間配布予定数を大幅に上回

るほど需要が高く、年度途中に再版を掛けている状況である。また、東アジア文化都市

2019 の開催にあたり、中国語・韓国語の案内パンフレットを充実させる必要があるた

め、印刷経費の助成の拡大をして頂きたい。 

25 観光協会が行う観光サポーター制度の創設や観光フォトコンテストなどの新規事業に

対して、支援を行って頂きたい。 

26 観光協会の事務局体制を引き続き維持して頂きたい。 
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<学習・スポーツ課> 

27 32 年（2020 年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機とした文化庁

が進める文化プログラムを、本区で積極的に展開して頂きたい。 

28 東京オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成策を行うと共に、スポーツ振興を

より一層図って頂きたい。 

29 心身の健康を保つために、生涯スポーツの推進を一層図って頂きたい。 

30 老朽化などにより改修の必要がある体育施設や、新規購入や交換などが必要な体育用具

があるため、順次対応を検討して頂きたい。特に総合体育場の管理棟の老朽化への対策

は図って頂きたい。 

31 三芳グラウンドでの事故防止のため、野球場の防球ネットを整備して頂きたい。 

32 全国で他に類を見ない「レディース・スポーツ・レクリエーション大会」が 31 年度に

40 周年を迎えるのにあたり、更なる支援の検討をして頂きたい。 

33 旧第十中学校跡地の活用については、「旧第十中学校跡地活用等基本計画検討委員会」

での議論を踏まえ、スポーツ競技場の整備を着実に行って頂きたい。 

34 29 年 10 月にリニューアルオープンした郷土資料館などを中心に、本区の歴史を伝える

埋蔵文化財などの資料を通じて情報発信をして頂きたい。 

35 30 年 3 月に開館した鈴木信太郎記念館を学習の場として活用すると共に、区民へ広く

周知されたい。 

 

<図書館課> 

36 地域図書館で指定管理者制度が導入され、利用時間の延長等の利用者のサービス向上に

つながった。中央図書館や直営の地域図書館も含めて、これからも利用者のサービス向

上に資する取組みに努めて頂きたい。 
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６．環境清掃費  

<環境政策課> 

１ 環境対策として、ＬＥＤの普及や省エネ対策の支援策を継続的に実施すると共に、設備

導入に対する助成制度、融資制度などについても積極的に実施して頂きたい。 

２ 再生可能エネルギーの利用拡大に向け、太陽光発電設備や熱利用システムの導入支援、

自立型ソーラースタンド普及が図れるよう、国、東京都と連携した取組みを積極的に展

開して頂きたい。 

３ 町会、商店会、事業者、地域等と連携し、区内に緑を増やす緑化施策を今後も総合的に

展開して頂きたい。 

 

<環境保全課> 

４ 本区では望まない受動喫煙を防止するため、公園を全面的に禁煙とする条例改正を行っ

た。今後も更なる受動喫煙防止対策を講じて頂きたい。併せて分煙施設の整備の検討を

して頂きたい。 

５ 治安対策等の観点からも、歩きたばこ・路上禁煙・ポイ捨て防止策を、更に強化して頂

きたい。 

６ 羽田空港の機能強化に伴う飛行経路の見直しの情報提供や、着陸ルートにおける騒音問

題、安全性の確保や教室型の説明会など、より一層の区民への丁寧な説明並びに地域の

声や意見を反映して頂きたい。 

 

<ごみ減量推進課> 

７ 資源回収の更なる回収量の増加、ごみの減量をして頂きたい。また、町会や商店会、事

業者と協同して、ごみの発生抑制、再利用に関する取組み等、積極的に実施して頂きた

い。 

８ 現在、町会が実施している集団回収や、町会とマンション管理組合が共同して取組む集

団回収事業について、更なる充実をして頂きたい。 
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７．福祉費 

<福祉総務課> 

１ 民生委員・児童委員の選任については、町会の区域と委員の担当区域の整合性を図り、

委員の年齢制限を引き上げる等、適任者が活躍できる制度として頂きたい。 

２ 生活困窮者の自立の促進及び生活困窮状態からの早期脱却が図れるよう、各事業を充実

させ、支援体制を一層強化して頂きたい。 

３ 特別養護老人ホームの整備を進めて頂きたい。整備にあたっては旧朝日中学校を始めと

する区内の適地はもとより、自治体間連携も視野に幅広く検討をして頂きたい。 

 

<高齢者福祉課> 

４ 地域での見守り活動などを強化するなど、一人暮らし高齢者や障害者が安心して地域で

過ごせる体制を構築し、地域共生社会を実現して頂きたい。 

５ 高齢者からの総合的な相談や支援を行う高齢者総合相談センター（地域包括支援センタ

ー）の体制を一層充実させると共に、各圏域に配置されているコミュニティソーシャル

ワーカーの更なる活用を図って頂きたい。 

６ 高齢者の健康寿命延伸を図るための介護予防センターを、区内全域に拡大して設置する

よう努めて頂きたい。 

７ 介護予防や地域でのコミュニケーションの場となっている浴場デイサービスは、今後も

継続して頂きたい。 

８ 介護予防や見守りを含めた訪問機能訓練指導の実施、災害時の医療体制などで、柔道整

復師の活用をして頂きたい。 

９ 各接骨院において、高齢者総合事業の一環として運動器の機能低下防止など介護予防事

業を行うよう検討して頂きたい。 

10 健康寿命を延ばすため、区民の生活習慣病の予防を図って頂きたい。 

11 認知症の症状を持ち病気や障害で生活に困難を抱えた高齢者が共同生活するグループ

ホームや、要介護状態の方が対象となる小規模多機能型事業所など、介護福祉施設の整

備を進めて頂きたい。 

12 紙おむつや理美容券をはじめとする日常生活支援サービスの利用がより一層図られる

よう、積極的な周知に努めて頂きたい 

13 高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の単位クラブの団体数並びに会員数の減少を抑

制するよう、対応の強化とより一層の支援をして頂きたい。また、見守り訪問活動の充

実を図って頂きたい。 

14 公益社団法人豊島区シルバー人材センターの活動を支援することで、就労などによる高

齢者が活躍する場の拡大を図って頂きたい。 

 

<障害福祉課> 

15 手話通訳の配置等、障害者全般に対する情報アクセス・コミュニケーションの充実を図

って頂きたい。 

16 地域生活支援センターの運営の支援をお願いしたい。 
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17 肢体不自由者の施設入浴サービス事業の実施については、改修後の心身障害者福祉セン

ターで実施できるよう整備して頂きたい。 

18 身体障害者等が鍼灸・マッサージ等の機能回復術を利用しやすいように助成している 

機能回復助成事業につき、制度の更なる周知と、より利用しやすい事業になるよう努め

て頂きたい。 

19 指定管理者に対し、障害者にきめ細かく関わることができる経験豊かな職員を配置する

よう指導監督に努めて頂きたい。 

20 区立障害施設について送迎バスの増便を図って頂きたい。また、福祉ホーム「さくらん

ぼ」利用時には、施設前まで送迎するよう運用を見直して頂きたい。 

21 障害者の地域生活支援拠点として重度障害者のグループホームを早急に整備して頂き

たい。また、利用者が増加している実態を踏まえ、新たな生活実習所や福祉ホームを整

備して頂きたい。 

22 障害者の自立に向けての社会参加を促す就労支援を充実して頂きたい。今後増えてくる

と思われる、精神・発達・高次脳機能障害の方の就労支援の充実に向け、「超短時間雇

用制度」の導入などの検討を国へまとめるなどの取組みを進めて頂きたい。 

23 障害者の虐待相談について対応できるよう、障害者虐待防止センターの体制強化に努め

て頂きたい。 

24 31 年（2019 年）の東アジア文化都市から 32 年（2020 年）の東京オリンピック、パラ

リンピックに向けて、障害者の芸術・文化活動を重点施策として更なる充実を図って頂

きたい。 

25 障害者の地域サポート体制の整備を行うことで、障害者が自立して暮らせるようにする

ための支援の充実を図って頂きたい。 

26 災害時の障害者の受入れ態勢を整えるため、福祉救援センターの更なる充実を図って頂

きたい。 

27 セーフコミュニティの推進の観点から、障害のある方の意見を聞く場を設けるなど「障

害者の安全」対策の一層の充実を図って頂きたい。 

28 障害の有無によって分け隔てられることがないよう障害者差別解消法の周知徹底を図

り、「まち・情報・こころのバリアフリー」を実現して頂きたい。  

 

<生活福祉課> 

29 生活保護の保護率は、依然として高い状況が続いている。被保護者に対しては可能な範

囲で就労支援等の自立支援を適切に行うと共に、保護費の適正化を図って頂きたい。 

30 成年後見制度について、周知・啓発を行い、利用促進を図って頂きたい。 

 

<介護保険課> 

31 介護保険料収納率の一層の向上を進め、介護保険会計の安定を図って頂きたい。 

32 介護保険サービスを担う事業者の育成を図るため、制度変更の際の情報共有などの支援

をお願いしたい。また、適切な介護保険サービスがなされるよう、事業者の指導及び監

督を適宜行って頂きたい。 
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33 要介護者を介護する方の負担を軽減していくため、高齢者総合相談センターを中心にし

た介護や心のケアなど、介護についての相談体制の充実を図ると共に、介護離職等に至

らないための支援について検討を図って頂きたい。 

34 国家戦略特区を活用して介護離職ゼロ等を目指す選択的介護モデル事業について、東京

都と連携の上、推進を図って頂きたい。 
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８．衛生費 

<地域保健課> 

１ 救急告示医療機関の減少に歯止めをかけるため、事務負担等軽減補助金を創設し、区民

が救命救急を身近な医療機関で安心して受けられるよう努めて頂きたい。 

２ 本区の骨髄移植ドナー支援事業の普及啓発を図って頂きたい。併せてドナー登録者を拡

大するため、骨髄バンク事業の普及啓発活動に努めて頂きたい。 

３ 特定健康診査・特定保健指導、６つのがん検診、骨粗しょう症検診、などの検診事業の

受診率の向上を図って頂きたい。 

４ 3 から 4 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児の健康診査について、受診率の向上を図ると共

に、産後ケア等の実施や受診時に保護者の子育てに関する悩みを汲み取るように努めて

頂きたい。 

５ 7 価肺炎球菌ワクチン接種完了者の 13 価肺炎球菌ワクチンの任意接種や小児インフル

エンザ接種費用について、補助を検討して頂きたい。 

６ 喫煙や食生活などの生活習慣や、ピロリ菌の持続感染などが胃がん発生のリスクを高め

ると言われている。そのため、生活習慣の改善に関する普及啓発を行うと共に、胃がん

リスク検診（ピロリ菌検査・ABC 検査）の拡大の検討を行って頂きたい。 

７ 内視鏡検診の導入に当たっては、検査データの集積、管理、活用に要するシステム構築

を含め、万全の態勢で臨めるよう十分な予算措置を図って頂きたい。 

８ 保育園の増加などに伴い、保健所歯科衛生士の業務が増加していることを踏まえ、その

増員を図って頂きたい。 

９ あぜりあ歯科診療所の診療室照明が旧式であるため、LED 照明へ交換をして頂きたい。

また、在宅訪問診療時に使用するポータブルレントゲンが不足しているため、配備を行

って頂きたい。更に保健所の仮移転に際しては、収納家具や耐用年数を過ぎた小機器の

更新に伴う経費について予算措置を図って頂きたい。 

10 30 年 4 月より「在宅歯科相談窓口」は月曜日も業務を行い、担当歯科衛生士も増員さ

れた。その経費について予算措置して頂きたい。 

11 口腔機能の低下（オーラルフレイル）を測定できる舌圧計、咬合力分析計などの経費の

予算措置をして頂きたい。 

12 食育基本法の理念に基づき、食に関する適切な判断力を養うと共に、自然の恩恵、生産

者や供給者などに対する感謝の念と理解を深め、地域・世代の特性に配慮しながら区民

の食育の推進を図って頂きたい。 

13 東京都や警視庁と連携を図り、危険ドラッグなど薬物等が蔓延しないよう区民への啓発

活動に引き続き力を入れて頂きたい。また、東京都薬物乱用防止推進豊島地区協議会へ

継続的な助成を行うと共に、同協議会と連携して区内の児童・生徒などへの啓発を行っ

て頂きたい。 

14 保健所の仮移転に際しては、池袋あうる薬局の意義を十分に踏まえ、業務継続がなされ

るよう配慮をして頂きたい。 

15 おたふくかぜワクチンは 1 回のみの予防接種では学童期・成人の感染を防げないため、

2回目の予防接種に対しても助成をして頂きたい。 
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<生活衛生課> 

16 30 年 6 月より民泊新法及び区条例が施行され、本区でも民泊が始まった。民泊施設の

近隣住民とのトラブルが起きないよう、区民への制度の周知及び近隣町会への民泊施設

の情報提供に努めて頂きたい。また、トラブル時の相談を含む民泊制度全般についての

相談体制の充実を図ると共に、関係諸機関との連携を図り民泊事業者の監督に努めて頂

きたい。 

17 地域猫対策の一層の充実を行って頂きたい。加えて、外来生物等の環境への影響等につ

いて、区民への普及を促進して頂きたい。 
18 災害時における救援センターへのペットの同行避難ができるよう、体制の構築をお願い

したい。 

19 感染症の発生源対策の強化、ねずみや衛生害虫の駆除方法などの周知、ヒアリなどが本

区で確認された場合の対応の検討など、公衆衛生の向上に努めて頂きたい。 

20 ビルやマンションのタンクの水は水質検査を定期的に行うことにより、飲み水の安全性

を確認する必要がある。毎年 6月に行っている水質検査奨励月間における水質検査料金

の割引制度は、水質検査の普及啓発に有効であるため、制度の維持をして頂きたい。 

21 食品衛生の向上を図ると共に、事業者の啓発など食品流通の安全確保について都と連携

して積極的に関与して頂きたい。 

22 食品衛生自治指導員は、関係営業者の相談、指導、助言等を行うことで、食品関係相互

の衛生思想の向上と食品の品質改善に寄与している。食品衛生自治指導員の育成や活動

の支援を行って頂きたい。 

 

<健康推進課> 

23 エイズや梅毒などの感染症の蔓延を防ぐため、啓発活動及び療養への支援に努めて頂き

たい。 

24 高齢者のインフルエンザは重症化することがあるため、流行する前のワクチン接種が有

効である。高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担額の軽減を検討して頂きたい。併

せて、がん検診の受診率向上の誘導策としての在り方も検討して頂きたい。 

25 肝炎ウイルスは自覚症状がなく、本人が気づかないうちに重症化する場合があるため、

区が無償で提供している B型・C型ウイルス検査の啓発に努めて頂きたい。 

26 新型インフルエンザやエボラウイルス病などの感染症につき、医師会など関係諸機関と

の連携を図ると共に、資器材の整備など感染拡大防止の対策に万全を期して頂きたい。 
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９．子供家庭費 

<子ども若者課> 

１ ボーイスカウトに対して、区の行事での奉仕協力の機会提供及び補助金の確保をして頂

きたい。 

２ 「東京都子供・若者計画」「豊島区子どもプラン」「豊島区子ども・若者計画」に基づき、

子供たちが健やかに育ち、全ての人が希望をもって活躍できる社会の実現をするため、

子供・若者に対する支援策を充実して頂きたい。特に義務教育終了後の若者に対する支

援の充実が必要である。引きこもりやニートなどの自立に関する困難さ、経済的な困難

さ、虐待など家庭環境の問題、など様々な問題を抱える子供や若者の未来を応援する体

制を一層強化して頂きたい。 

 

<子育て支援課> 

３ 妊娠から出産・子育ての切れ目のない支援を行うため、としま鬼子母神プロジェクト、

ゆりかご・としま事業の一層の充実を図って頂きたい。 

４ 父親が子育てへ積極的に関わることができる社会の実現に向けて、区内事業者や区民へ

の意識啓発事業に力を入れて頂きたい。 

５ 児童相談所の開設に向けた準備を進めると共に、児童虐待を未然に防ぐための対策を強

化して頂きたい。 

６ 私立幼稚園の経営の安定のため、環境整備費補助金の更なる増額について検討して頂き

たい。また、私立幼稚園の保護者補助金の増額についても併せて検討して頂きたい。 

７ 子育て環境や収入などで困難な状況に置かれることの多いひとり親家庭への支援を充

実して頂きたい。 

８ 臨床心理士が巡回指導員となる巡回指導は保育現場では好評だが、保育所数が増加した

ために巡回頻度が少なくなりがちである。巡回指導員の更なる増員をして頂きたい。 

 

<保育課> 

９ 本区が 29 年度に待機児童ゼロを達成したことは大変評価できる。引き続き待機児童ゼ

ロを保てるように保育所整備を行うと共に、保育の質を高める取組みを進めて頂きたい。 

10 子育て世帯の支援のため、一時保育制度、病児保育および病後児保育、休日保育などの

一層の充実を図って頂きたい。 

11 食物アレルギー児対策加算は、現行では代替食材料の補助が対象となっている。しかし

ながら、代替食・除去食の提供には食具や人件費等も必要になるため、補助の範囲の拡

大を検討して頂きたい。 

12 障害児保育事業につき、対応できる職員の確保に対する支援をして頂きたい。 

13 保育所への衛生検査は、これまで通り継続して頂きたい。 

14 国際化の進展に伴い、日本語でのコミュニケーションが難しい保護者や幼児への対応は

保育現場の課題の一つとなっている。行政からの支援を検討して頂きたい。 

15 保育所運営に関する私立保育所への助成、豊島区単独補助などは、これまで通り継続し

て頂きたい。 
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16 保育所を新設した際の運営費減収補助の期間の拡大をして頂きたい。 

17 保育士等宿舎借上支援事業補助金は東京都と連携を行い、制度運用事務の軽減を図りつ

つ継続して頂きたい。 

18 園庭のない保育所に対する区立小学校の校庭開放事業については、実施頻度や場所の拡

大を進めて頂きたい。 

19 公定価格については、「開所時間、開所日数のふさわしい公定価格の設定」、「施設、事

業における公定価格の格差の解消」、「保育所職員の処遇改善のための引き続きの措置」、

「施設整備費補助金の拡充」などを国に改善するよう求めて頂きたい。 

20 保育所数の急増に伴い保育士の確保が課題となる中、保育所入所基準指数を優遇するな

ど、保育士が産休・育休を取得した後に職場復帰をしやすい環境を作って頂きたい。 

21 保育施設の ICT 化の推進を図って頂きたい。   
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１０．都市整備費  

<都市計画課> 

１ 主要ターミナル駅である池袋駅の防災性の向上や、高齢者や障害者等の利用に配慮する

と共に、更なる安全な歩行者ネットワークの整備を図って頂きたい。また、鉄道事業者、

大型百貨店などと共に、東西デッキの早期実現を図ると共に、エスカレーターやエレベ

ーターの設置などを積極的に豊島区の関係機関へ働きかけて頂きたい。 

２ 特定都市再生緊急整備地域の指定による池袋駅周辺地域の整備や、現在進めている庁舎

跡地活用・新ホール及び区民センターの整備、また池袋保健所の移設や造幣局跡地の防

災公園整備等、池袋東口からの東池袋全体のエリアマネジメントをしっかり構築し、街

の賑わいと活力を生み出す事業の更なる推進を図って頂きたい。 

３ 池袋副都心移動システムについては、地域の利便性の向上や、区内全域の道路事情、既

存の交通機関の整備状況等を踏まえ、池袋周辺のみならず、他地域への拡大も視野に入

れながら、区内の交通不便地域におけるコミュニティバスの検討等を総合的に取組んで

頂きたい。 

４ 造幣局東京支局跡地の防災公園整備に際しては、国際アート・カルチャー都市の推進に

資するよう、関係機関や地域の声を伺い、賑わいと防災性の向上を推進して頂きたい。 

５ 32 年（2020 年）の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、池袋駅の案内誘導サ

インの改善を着実に進めると共に、停留所が分かりづらいバス乗り場の再編整備につい

て検討をして頂きたい。 

６ 大塚駅北口整備事業は、地元の商店街や町会などと協議を何度も重ねて進めてきた。緑

の確保や維持管理、タクシー乗り場の雨除け設置、電車の乗り換え動線の確保などを含

め、引き続き地域の要望を汲み取りながら整備計画を進めて頂きたい。また、地元向け

に整備事業の説明会等を改めて実施して頂きたい。 

 

<地域まちづくり課> 

７ 平成 30 年度に発生した北海道担振東部地震や大阪府北部地震の教訓を生かし、大地震

の発生時に、速やかな都市復興を成し遂げるためにも、震災復興マニュアルの地元周知

や、地域危険度の高い地区に対する震災復興まちづくり訓練等の事前対策を継続的に展

開して頂きたい。 

８ 「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」に係る事業を着実に実行するため、十分な財政

的支援と専門的知識を有した人的支援を図り、更なる防災まちづくりを推進して頂きた

い。また、東京都と密に連携し、確実な事業化に向けて、沿道まちづくりを積極的に展

開して頂きたい。 

９ 老朽化建物の空き家の解体費用の助成を充実し、建替えの促進を強化して頂きたい。ま

た、木密地域不燃化の事業を確実に推進して頂きたい。 

 

<住宅課> 

10 空き家対策を確実に進めると共に、空き家を活用した保育所、高齢者福祉施設、空き店

舗活用等の整備を検討して頂きたい。特に保育や介護の人材確保及び施設整備に資する
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事業の拡充を図って頂きたい。また、区内の空き家の有効活用・適正管理を推進するた

めにも、協定を締結した専門家団体等の活用を検討して頂きたい。 

11 狭小住戸の抑制策に努めると共に、子育て支援住宅認定制度事業の活用を事業者等に周

知し、ファミリー世帯が居住可能な住宅の割合を増加させ、質の高い住宅の供給を促進

して頂きたい。また、子育て世帯への家賃助成の拡充を図って頂きたい。 

12 住宅や建物、公共施設等の耐震化を促進すると共に、住宅に関する様々な相談や既存建

物の耐震化指導、分譲マンション等の建て替え相談や管理規約相談等の窓口の開設、及

び専門相談員の更なる充実を図って頂きたい。また、マンション管理に関する専門家派

遣制度においては、関連団体と協定を締結し、更なる専門相談員の活用を促進して頂き

たい。 

13 一人暮らしの高齢者、障害者、外国人に対し、賃貸物件への入居支援及び退出時の清算

処理の支援の充実、並びに居住支援協議会、空き家バンクの活用、連帯保証人に代わる

保険会社を活用した保険料の助成など支援措置の強化を図って頂きたい。 

 

<建築課> 

14 既存建築物の耐震化を図るため、耐震診断及び耐震改修の費用を助成し建替えを促進し

て頂きたい｡また今後賃貸マンションに対する助成制度の検討や緊急輸送道路沿いの建

築物の耐震補強工事への助成金の拡充を図って頂きたい。 

15 審議会での建築士等専門家の積極的な活用を行って頂きたい。 

16 区内全域のブロック塀の安全点検を行い、安全性に支障がある場合には速やかに撤去及

び補修が行われるよう、助成制度の拡充を図って頂きたい。 

 

<土木管理課> 

17 区民や来街者にとって利便性の高いシェアサイクルの導入について検討して頂きたい。 

18 駅周辺の放置自転車の撤去を進めると共に、放置禁止区域の周知徹底を図って頂きたい。 

19 自転車専用レ－ンの整備及び自転車利用者ル－ルの周知につき、関係機関と連携し引き

続き実施して頂きたい。また、子供乗せ自転車置き場の更なる整備をお願いしたい。 

 

<道路整備課〉 

20 無電柱化の促進に向け、関係機関と調整を図りながら、早期実施を推進して頂きたい。 

21 工事発注に際しては関係機関と調整し、債務負担行為と年度またぎを活用した工事の更

なる平準化発注に引き続き最大限考慮して頂きたい。また、設計変更等の事務処理の敏

速化を図って頂きたい。 

22 豪雨による浸水対策については、下水道施設の早急な整備を東京都に対し要望すると共

に、土のうの配布や低地における雨水ますの蓋をグレーチングにする等、積極的に取組

んで頂きたい。 

23 道路に関する権利調査及び公共事業用地未登記状態を解消するための権利状態調査に

司法書士の活用をお願いしたい。 
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<公園緑地課> 

24 安全安心と併せて環境にやさしい街づくり実現のため、省エネ型街路灯への改修を積極

的に進めて頂きたい。 

25 都心に相応しい公園や、子供たちに戸外活動を充分にさせるための公園の増設や、既存

公園施設の更なる安心安全確保のための防犯カメラの整備、必要な補修整備等、健全か

つ適切な維持管理を確実に実施して頂きたい。更に、公園の衛生面の強化を図るために、

清掃・害虫駆除の充実や、野良猫の多い地域では、砂場フェンスの設置を今後も検討し

て頂きたい。 

26 学校、公園、道路において樹木の大径化が進んでいる。樹木の空洞化による倒木の危険

性等、樹木調査等の実施を行い、計画的な更新作業の実施計画を策定して頂きたい。ま

た、剪定の際には樹種毎の剪定に適した時期について必ずご留意願いたい。 

27 子供たちが楽しく安全に遊べるよう、公園が混み合う午前中にボランティアを配置する

など、安全対策の検討をして頂きたい。 
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１１．教育費 

<庶務課> 

１ 本区には国指定の重要文化財である法明寺鬼子母神堂や自由学園明日館、豊島長崎の富

士塚などを中心とした有形・無形の文化財がある。後世へ伝えるべき貴重な文化財の保

護を確実に行うと共に、学習や観光などへの活用を図って頂きたい。 

２ 区外施設を利用した埋蔵文化財の効率的な保存など、資料類の保存及び活用の仕組みづ

くりに努めて頂きたい。 

 

<学務課> 

３ 区立幼稚園の役割は「区立幼稚園のあり方検討委員会」で検討されているように、地域

における幼児教育充実のための研究実践機関としての機能を充実させつつ、地域の幼稚

園・保育所等、保護者の支援を含めた幼児教育のセンター的機能をもつものとして頂き

たい。そのことにより、保幼小の緊密な連携を図って頂きたい。 

４ 幼稚園・保育園の機能を兼ね備えた「認定こども園」は、本区では私立幼稚園が一園「認

定こども園」化したのみである。施設や人員体制などの課題はあることは承知している

が、区立幼稚園等の認定こども園化について検討を始めて頂きたい。  

５ 適切な歯ブラシの形態などは歯磨きの効率に大きく影響するため、現在小学校 3 年生・

5年生の歯磨き指導時に実施している歯ブラシの配布を、小学校 1年生及び中学校 1年

生にも拡大して頂きたい。 

６ デンタルフロス（糸ようじ）の正しい使い方を指導するため、中学生へデンタルフロス

の配布をして頂きたい。 

 

<放課後対策課> 

７ 子どもスキップは全校に開設されたが、混雑度が高い施設が散見されるなど、改善の余

地がある。施設の現状を把握し、必要に応じてスペースや設備の充実を図って頂きたい。 

８ 家庭環境に左右されることがない学力向上の機会を設けるため、全小中学校で導入され

ているチューター制度を活用するなど、放課後の学習支援の取組みをより充実させて頂

きたい。 

 

<学校施設課> 

９ 災害時に救援センターとなる小中学校等への空調設備の設置は緊急の課題であるため、

早急に取組んで頂きたい。 

10 小中学校等のトイレの緊急改善実施や空調設備の導入を急ぐ方向性は大変評価できる。

一方で先行した設備更新に影響を受けることなく、必要な改善や長寿命化計画の検討は

着実に行って頂きたい。また、体育館の防音性向上についても併せて検討して頂きたい。 

11 小中学校樹木剪定等維持管理費は、樹木の維持管理に支障がないよう適切な予算措置を

行って頂きたい。 

12 区立小中学校等への洗口所の設置を引き続き進めて頂きたい。 
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<指導課> 

13 教員が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損なうことのないよう「学校に

おける働き方改革」を進める必要がある。限られた時間で最大限の効果を上げられるよ

う教員の意識改革を進めると共に、勤務時間を把握すること、休憩時間を確保すること、

などに取組んで頂きたい。 

14 教員が本来業務に集中できるように、それ以外の業務はできるだけ分担すると共に、本

区で導入済みの校務支援システムを活用した業務の効率化や教材等の共有化を図るな

どの取組みが必要である。教育委員会の責任の下、給食費を始めとする学校徴収金につ

いて公会計化を進めると共に、教員の業務としないように努めて頂きたい。また、校長

や副校長などの管理職や教員の業務を分担・軽減するため、学校運営体制の強化、事務

職員の活用やサポートするスタッフの配置などに努めて頂きたい。 

15 幼児期のアプローチカリキュラムや小学校におけるスタートカリキュラムの策定及び

カリキュラム普及に向けた研修の実施などを進め、保幼小連携を深化させて頂きたい。 

16 学校・地域・家庭との協働をこれまで以上に図ることや、学校のガバナンスを強化する

ため、コミュニティスクールの導入を進めて頂きたい。 

17 インターナショナルセーフスクール（以下、ISS）の取組みは、安全で健やかな学校づ

くりを進める目的の他、学校・地域・家庭との協働に寄与してきた。ISS の取組みは意

義深いものだが、認証取得までのコストが重い上に 3年ごとに再認証を受けねばならず、

全校での実施には大きなハードルがある。そうした中、文部科学省は全ての公立学校の

コミュニティスクールへの移行を努力義務化する法改正を行った。ISS とコミュニティ

スクールは、学校・地域・家庭が協働することに大きな共通点がある。中学校区ごとの

拠点校での ISS 活動で得た知見を活かし、拠点校以外へノウハウを提供しつつ、全区立

小中学校でのコミュニティスクールの推進を図って頂きたい。 

18 「特別の教科 道徳」が先行実施を経て 30 年度から本格実施される。考え、議論する

道徳教育を通じて、子供たちの心の教育を充実して頂きたい。また、新たな取組みとな

るため、学校間で授業の進め方や評価方法などの優れた取組みなどの情報を共有して、

よりよい授業となるよう努めて頂きたい。 

19 論理的なプログラミング的思考を育むため、32 年度から小学校、33 年度から中学校に

てプログラミング教育が必修化される。プログラミング教育には ICT 環境の整備、教材

開発や教員研修、外部人材の活用などが必要となるため、必修化を見据えてこれらの環

境整備や体制の確立を行って頂きたい。 

20 本区が先進的に進めている「がんに関する教育」の一層の充実を図って頂きたい。その

際、医師会や民間企業など関係機関との連携も検討して頂きたい。 

21 租税教育には、子供たちが租税の意義や役割を理解すると共に、社会の構成員として税

金の使途に関心をもち社会や国のあり方を主体的に考える自覚を育む、という意義があ

り、主権者教育に繋がるものである。税務署や納税貯蓄組合、税理士会、行政書士会な

ど関係機関と連携を行い、学校教育において一層の充実を図って頂きたい。 

22 共生社会の形成に向けて障害者理解が進むように、学校教育での取組みを検討して頂き

たい。 
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23 特別な支援が必要な児童・生徒に対しては、それぞれの特性に合わせた学びと生活の支

援を行い、必要な人員の確保や施設・設備の整備などを進めて頂きたい。情緒障害等を

抱える児童を対象とした特別支援教室による教師の巡回指導は、必要に応じて拡充を検

討して頂きたい。自閉症・情緒障害を抱える児童を対象とした南池袋小学校のけやき学

級は、29 年度に開設したばかりのため、効果や課題を検証し克服しながら支援体制を

確立して頂きたい。 

24 25 年 1 月に教育連携を締結した秋田県能代市との情報交換・交流・訪問などは本区に

とって意義深いため、同市との教育連携を一層深め教育の質の向上に繋げて頂きたい。 

25 秋田県能代市との教育連携をきっかけに区内各校で実施されている家庭学習ノートは、

学習習慣の確立に繋がる取組みである。家庭での教育支援や放課後の学びの機会の確保

など、子供たちの学習習慣の確立に向けた方策をより充実して頂きたい。 

26 中学校における部活動は、教育課程外の活動であるものの、学校教育の一環として大き

な役割を果たしている。大きな意義がある一方で、部活動顧問を行う教員へ負担を掛け

ているという現実もある。引き続き学校の管轄下で部活動が継続されることを求めると

共に、部活動顧問の処遇改善や備品充実などを行うこと、必要に応じて外部指導員の協

力を仰ぐこと、など持続可能な体制づくりをして頂きたい。 

27 東京オリンピック・パラリンピック教育の推進を図って頂きたい。 

28 文部科学省の通知「児童生徒の携行品に係る配慮について」を踏まえ、各校の実情に合

わせて工夫しながら取組んで頂きたい。 

29 学校におけるいじめ対策では、いじめの未然防止や早期発見が大事である。児童・生徒

への心の成長を促す指導を行うと共に、教員間での情報共有の仕組みやハイパーQU の

更なる活用、関係機関との連携などを通じて、学校におけるいじめ問題を克服するよう

努めて頂きたい。 

30 スマートフォンの普及によりインターネットへのアクセスが容易になり利便性が高ま

る一方、子供たちがインターネット上でのトラブルに巻き込まれるリスクが増している。

学校や家庭でインターネットのトラブルから身を守ること、スマートフォンや携帯電話

の使用について、などの意識啓発を子供たちへ行うように努めて頂きたい。 

31 全校に配置された学校図書館司書を活用し、学校図書館の「学習情報センター」機能を

充実して頂きたい。 

 

<教育センター> 

32 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門家や教育センター等に

よる支援体制を一層充実させ、それぞれの専門性を活かした学校へのサポート体制を構

築し、「チームとしての学校」の実現を図って頂きたい。 
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